
H25年3月～H26年3月　入札執行状況

工　事　名　等 場　　　所 請負額（円） 請　負　業　者

上野小・三珠中学校飛散防止フィルム貼付工事 市川三郷町上野地内 3,727,500 丹沢建設工業㈱

六郷小・六郷中学校飛散防止フィルム貼付工事 市川三郷町岩間地内 6,478,500 ㈱峡南工業

市川小・市川中学校飛散防止フィルム貼付工事 市川三郷町市川大門地内 4,252,500 ㈱一瀬工務店

市川南小・市川南中学校飛散防止フィルム貼付工事 市川三郷町黒沢地内 3,916,500 依田建設㈱

大同地区公民館建設工事(建築主体工事) 市川三郷町黒沢地内 75,810,000 井口工業㈱

大同地区公民館建設工事(機械設備工事) 市川三郷町黒沢地内 13,356,000 ㈱水電社

大同地区公民館建設工事(電気設備工事) 市川三郷町黒沢地内 11,046,000 南伸電工㈱

公共下水道官渠布設工事(流25-1工区) 市川三郷町市川大門地内 13,818,000 大栄土木建設㈱

公共下水道官渠布設工事(流25-3工区) 市川三郷町下大鳥居地内 19,950,000 藤和建設㈱

上野桃林橋住宅北側水路補修工事 市川三郷町上野地内 932,400 ㈲ドバシ工業

六郷中学校部室棟改築工事 市川三郷町岩間地内 10,269,000 ㈱山勇工業

中央通り整備工事(6工区) 市川三郷町市川大門地内 33,600,000 ㈱市川建設

中央通り整備工事(7工区) 市川三郷町市川大門地内 33,600,000 ㈱丸喜上野建設

中央通り整備工事(6・7工区舗装) 市川三郷町市川大門地内 9,429,000 ㈱丸美建設工業

定住促進住宅３号棟建築工事 市川三郷町山保字辻地内 19,530,000   ㈱長田組土建

市川三郷町立市川中学校下水接続工事 市川三郷町市川大門地内 7,192,500   ㈲塩島設備

市川南小中学校グラウンド整備工事 市川三郷町黒沢地内 22,050,000   ㈱鹿島工業

公共下水道舗装本復旧工事(流1工区) 市川三郷町市川大門地内 9,009,000   ㈱丸美建設工業

母子寮解体工事 市川三郷町市川大門地内 14,280,000   ㈱ダスラップサービス

25落居地内道路安全施設修繕工事 市川三郷町落居字市之坪通地内 1,732,500   ㈱山勇工業

25町道宮原一本松広場線道路工事 市川三郷町宮原地内 36,928,500   ㈱上田建設

25町道岩間久那土線道路工事 市川三郷町岩間地内 5,407,500   ㈱渡辺建設

25町道矢作上野線道路工事に伴う県道舗装本復旧工事 市川三郷町上野地内 1,522,500   峡南建設㈱

25道林地内道路側溝改修工事 市川三郷町大塚字道林地内 2,467,500   ㈲ドバシ工業

25上ノ原地内道路側溝改修工事 市川三郷町大塚地内 735,000   伊藤建材㈱

25新町貝子沢線他道路側溝改修工事 市川三郷町市川大門地内 1,501,500   ㈲岸本興業

25春日町地内道路側溝改修工事 市川三郷町市川大門地内 2,835,000   ㈱丸喜上野建設

25大盤戸橋改修工事 市川三郷町宮原地内 1,911,000   ㈱渡辺建設

25上野地内水路改修工事 市川三郷町上野字地内 1,512,000   八木建設㈱

25清水地内水路改修工事 市川三郷町山保字清水地内 2,646,000   ㈱長田組土建

25岩間地内水路新設工事 市川三郷町岩間字西河原地内 3,402,000   ㈱技建

市川大門学校給食センタートイレ改修工事 市川三郷町市川大門地内 871,500   大森設備サービス
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大同地区公民館消化栓設置工事 市川三郷町黒沢地内 766,500   ㈱水電社

狭あい道路拡幅整備工事(25-4) 市川三郷町市川大門地内 934,500   峡南建設㈱

旧平塩配水池除却工事 市川三郷町市川大門地内 8,032,500   ㈲岸本興業

大塚小学校グラウンド整備工事 市川三郷町大塚地内 37,170,000   ㈱水上建設

H２５(仮称)町道平塩５号線道路新設工事 市川三郷町・平塩地内 1,039,500 ㈲岸本興業

定住促進住宅４号棟建築工事 市川三郷町山保地内 18,270,000 依田建設㈱

町有住宅市川団地２号棟外壁・屋上補修 市川三郷町向新田地内 6,195,000 ㈱一瀬工務店

六郷支所県道石積堀改修工事 市川三郷町岩間地内 6,562,500 ㈱渡辺建設

市川小学校グラウンド整備工事 市川三郷町市川大門地内 34,965,000 ㈱一瀬工務店

四尾連地内県道舗装本復旧工事 市川三郷町屋山保地内 8,274,000 ㈱丸美建設工業

町道表門神社周囲線舗装本復旧工事 市川三郷町三珠地内 1,008,000 三珠産業㈱

排水管布設替工事(２５－帯那) 市川三郷町山保地内 2,625,000 大森設備サービス

第２簡易水道施設ろ過機整備工事 市川三郷町三珠地内 20,674,500 甲信商事㈱甲府支店

高田地内長生寺水路改修工事 市川三郷町高田地内 1,071,000 ㈱丸美建設工業

農道岩清水・桜塚線改修工事 市川三郷町大塚地内 2,478,000 ㈱岩下建設

川浦地内川浦用水路簡易ゲート設置工事 市川三郷町上野地内 1,312,500 八木建設㈱

宮原悪水浚渫工事 市川三郷町宮原地内 1,407,000 ㈱渡辺建設

橋場下地内欄干用水路改良工事 市川三郷町市川大門地内 8,715,000 ㈱丸喜上野建設

高田地内農道東西１４号線改良工事 市川三郷町高田地内 9,975,000 ㈱浅間組

25町道矢作上野線仮設道路設置工事 市川三郷町上野地内 4,935,000 峡南建設㈱

町道細久保割石線道路改修工事 市川三郷町・落居地内 8,347,500 ㈲技建

町道網倉日向線道路改良工事 市川三郷町・網倉地内 8,715,000 ㈱山勇工業

公共下水道舗装本復旧工事(流２工区) 市川三郷町市川大門地内他 7,434,000 ㈱丸美建設工業

公共下水道管渠布設工事(流25-2工区) 市川三郷町高田地内 8,347,500 ㈱浅間組

公共下水道マンホールポンプ設置工事 市川三郷町高田地内 6,720,000 荏原実業㈱山梨営業所

市川三郷町IP対応電話交換機更新工事 市川三郷町地内 36,729,000 ㈱NTT東日本_山梨

町民会館漏水改修工事 市川三郷町市川大門地区 2,877,000 ㈲塩島設備

消防団第2分団第4部詰所新築工事 市川三郷町上野地内 7,245,000 砂田建設工業㈱

公共下水道管渠布設工事(流25-4工区) 市川三郷町黒沢地内 10,447,500 ㈱鹿島工業

公共下水道管渠布設工事(流25-5工区) 市川三郷町市川大門地区 9,765,000 ㈱市川建設

市川大門町町民体育館床改修工事 市川三郷町市川大門地内 11,130,000 ㈱ゼロ

大正田用水路改良工事 市川三郷町高田地内 3,108,000 藤和建設㈱
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向新田用水路改修工事 市川三郷町市川大門地内 3,990,000 ㈱一瀬工務店

大正田・黒沢開田揚水機場防護柵修繕工事 市川三郷町高田地内他 1,512,000 ㈲佐々木工業

大木地区鳥獣獣害防除簡易柵設置工事 市川三郷町大木地内 1,522,500 ㈲佐々木工業

落居地区鳥獣獣害防除簡易柵設置工事 市川三郷町落居地区 1,365,000 ㈱渡辺建設

25芦川駅東側道路側溝設置工事 市川三郷町上野地内 2,467,500 八木建設㈱

25二ノ宮地内道路側溝改修工事 市川三郷町市川大門地内 708,750 ㈲依田工務所

25高田地区道路スロープ補修工事 市川三郷町高田地内 1,323,000 ㈱浅間組

25四尾連地内道路土留設置工事 市川三郷町山保字地蔵ノ上地内 1,470,000 ㈱長田組土建

25鴨狩津向地内道路法面保護工事 市川三郷町鴨狩津向字峠地内 2,467,500 ㈱峡南工業

25下河原内水路改修工事 市川三郷町大塚字下河原地内 2,478,000 三珠産業㈱

25大門地内水路改修工事 市川三郷町市川大門地内 1,260,000 ㈲岸本興業

25大木地区水路改修工事 市川三郷町黒沢地先外 1,638,000 藤和建設㈱

岩間排水機場非常用発電機修繕 市川三郷町岩間字横手下地内 756,000
一般財団法人関東電気保安
協会

郡農協前交差点歩行者安全対策工事 市川三郷町市川大門 4,483,500 ㈱市川建設

公共下水道管渠布設工事(流２５-６工区) 市川三郷町上野地区 1,344,000 八木建設㈱

公共下水道管渠布設工事(特２５-１工区) 市川三郷町岩間地内の1 15,540,000 宏和建設㈱

公共下水道管渠布設工事(特２５-２工区) 市川三郷町岩間地内の2 6,825,000 ㈱渡辺建設

公共下水道管渠布設工事(流25-3工区) 市川三郷町落居地内 6,510,000 ㈱渡辺建設

市川三郷町セキュリティ対策業務委託 市川三郷町全域地内 1,611,750 ㈱YSKe-com

情報系システム機器保守業務委託 市川三郷町地内 10,762,500 ㈱YSKe-com

大塚小学校グラウンド整備工事設計監理業務委託 市川三郷町大塚地内 2,488,500 綜合建築設計事務所

定住促進住宅設計監理業務 市川三郷町山保地内 1,575,000 ㈲木村設計

公共下水道管渠実施設計業務(中部横断自動車道補償) 市川三郷町岩間地内 5,512,500 ㈱ブレーンズ

高田地内水路改修工事に係る測量設計業務委託 市川三郷町高田地内 3,654,000 ㈱オーツヤ測量

都市計画基礎調査業務委託 市川三郷町内 1,732,500 ㈱六測

町営富士見住宅用地確定測量業務 市川三郷町市川大門地内 5,355,000 ㈱六測

公共下水道管渠清掃・TV調査及び内面補修業務委託 市川三郷町岩間地内　他 3,654,000 クリーンヘルス㈱

公共下水道舗装本復旧工事測量設計業務委託 市川三郷町市川大門地内　他 1,302,000 ㈱オーツヤ測量

公共下水道地質・土質調査業務委託 市川三郷町高田地内 1,323,000 ㈱サクセン山梨

下水道工事に伴う配水管布設替工事実施設計業務委託
(25-1)

市川三郷町市川大門･高田･下大鳥居内
他

4,578,000 新都市設計㈱

市川三郷町第二簡易水道事業詳細設計業務委託 市川三郷町高萩地内 1,680,000 ㈱山水コンサルタント

固定資産税GISデータ更新業務 市川三郷町地内 1,995,000 ㈱六測
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公共下水道実施設計業務委託(流1工区) 市川三郷町高田地内 8,137,500 ㈱理工エンジニアリング

公共下水道実施設計業務委託(流2工区) 市川三郷町黒沢地内 5,145,000 新都市設計㈱

大塚第８地区CDEF1F2-1工程業務委託 市川三郷町大塚字供養塚 10,395,000 陸地測量㈱

道林地内農道改良に係る測量設計業務委託 市川三郷町道林地内 5,323,500 望月測量設計㈱

農道台帳GISデータ整備業務委託 市川三郷町地内 6,720,000 ㈱六測

市川三郷ため池耐震診断業務委託 市川三郷町岩間地内他 5,775,000
山梨県土地改良事業団連合
会

市川三郷農道橋耐渠耐震点検業務委託(１工区) 市川三郷町上野地内他 6,247,500 ㈱フジ・フロンテ

市川三郷農道橋耐渠耐震点検業務委託(２工区) 市川三郷町下大鳥居地内 3,045,000 ㈱サンポー

市川小学校グラウンド整備工事設計監理業務委託 市川三郷町市川大門地内 2,425,500 今福建築設計事務所

定住促進住宅４号棟設計監理業務 市川三郷町山保字新地地内 1,407,000 ㈲木村設計

鳴沢川高田地区内水対策業務委託 市川三郷町高田地内 37,275,000
三井共同建設コンサルタント
㈱

市川三郷町道路ストック点検業務委託 市川三郷町地内 9,072,000 大輝測量㈱

町民会館耐震診断調査委託
市川三郷町市川大門1785　市川大門町
民会館

6,982,500 綜合建築設計事務所

自治公民館、集会所等耐震診断調査委託
市川三郷町大塚3787　上野原集会所
他15箇所

3,360,000 ㈲木村設計

市川三郷町排水機場耐震性点検業務委託
市川三郷町大塚・上野・下大鳥居・大同・
岩間地内

14,385,000
三井共同建設コンサルタント
㈱

公営住宅法定検査業務委託 市川三郷町地内 2,047,500 綜合建築設計事務所

大門碑林公園内水源調査業務委託 市川三郷町市川大門4930 1,512,000 ㈱オーツヤ測量

公共下水道管渠清掃・TV調査及び内面補修業務委託(流-1) 市川三郷町市川大門地内 7,245,000 クリーンヘルス㈱

平成25年度ネットワークシステムサーバ更新業務委託 市川三郷町役場本庁舎 10,762,500 ㈱YSKe-com

平成25年度市川三郷町道路台帳補正業務委託 市川三郷町地内 3,780,000 ㈱六測

25市川三郷町橋梁補修・修繕設計業務委託 市川三郷町地内 10,395,000 ㈱フジ・フロンテ

公共下水道耐震診断調査業務委託(詳細診断) 市川三郷町市川大門地内他 6,247,500 ㈱ブレーンズ

消防小型ポンプ積載車整備事業購入(第7分団第1部・2部５
班)

市川三郷町役場総務課 12,285,000 三和防災㈱

消防小型ポンプ積載車整備事業購入(第1分団第2部) 市川三郷町役場総務課 7,770,000 東ポン商会

三珠保育所食器洗浄機購入 三珠保育所 1,291,500 石川調理機㈱

大同地区公民館建設備品購入 市川三郷町　黒沢地内 6,751,500 ㈱正文堂


